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　中央分離施設がない２車線道路では、対向する車両との正面衝突が構造上発生しやすく、発生した
際は死亡事故に至る場合が多い。２車線道路における中央分離施設は、道路構造令では特例として設
置が認められているが、従来の分離施設は費用が高額であり、特に供用後に設置する場合は用地拡幅
が必要となるため、設置は限定される。一方、北欧などで採用されているワイヤーロープ式防護柵は、
緩衝機能に優れるとともに、比較的安価で施工も容易であり必要幅員も少ないなどの利点を有する。
　本研究は、２車線道路における中央分離施設として、正面衝突事故の削減に資する緩衝機能を有す
るワイヤーロープ式防護柵を開発することを目的とし、防護柵の仕様を決定するために、CG シミュ
レーションや実車衝突実験を行い、防護柵設置基準が定める性能確認試験を行った。その結果、防護
柵設置基準に定められた高速道路分離帯用 Am 種の性能規定を満足するワイヤーロープ式防護柵の
開発に成功したので報告する。

《キーワード：正面衝突；事故対策；中央分離帯；２車線道路；防護柵》

　On two-lane roads without median strips, fatal high-speed head-on collisions often occur in 
limited spaces. While installation of median strips is permitted under the Road Construction 
Ordinance, such installations are limited due to high costs. Wire rope guardrail systems use thin 
posts, have a buffering function and require minimal width. 
　The purpose of this study was to develop wire rope guardrail systems with a buffering function 
as a separator for two-lane roads.  CG simulation and a collision experiment using real vehicles 
were conducted to determine the characteristics of the fence, and a performance confirmation test 
was conducted in accordance with the guard fence installation criteria.  As a result, wire rope 
guardrail systems that satisfy the criteria’s type Am performance standard for highway median 
strips was developed. 

《Keywords：head-on collision；countermeasure；median barrier；two lane road；guard fence》
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１．はじめに

　北海道の国道は、延長の９割以上が往復非分離の２
車線道路であり、対向する車両との正面衝突事故が構
造上発生しやすく、発生した際は死亡事故等の重大事
故に至る場合が多い。２車線道路における中央分離施
設の設置は、道路構造令では、特例として認められて
いるが、供用後に追加的に設置する場合は用地拡幅が
必要となるため、設置は限定される。
　一方、道路幅員が狭い道路において中央分離施設を
検討する際、欧米の事例としていわゆる「２＋１」車
線道路が参考となる。「２＋１」車線道路とは、中央
の車線を追越車線として上下方向で交互に利用する方
式である。スウェーデンでは、「２＋１」車線道路に
中央分離施設を設置する場合は、最も安価なワイヤー
ロープ式防護柵を採用している。ワイヤーロープ式防
護柵は、支柱が柔らかく緩衝機能があるとともに、必
要幅員も少ないなどの利点がある。さらに、製品によ
っては、ワイヤーロープと支柱を人力で取り外し、部
分的な開放区間を設けることができるため、事故や工
事の時に片側交互通行等の運用が可能である。
　本稿は、緩衝機能を有するワイヤーロープ式防護柵
を２車線道路の中央分離施設として開発するために、
CG シミュレーションや実車衝突実験により、防護柵
設置基準に定める高速道路分離帯用 Am 種の試験条
件で性能確認試験を行い、防護柵設置基準等の適用性
を検討した結果を報告する。

２．正面衝突事故防止への対策と課題

　平成23年における北海道の交通事故死者数は190人
となり62年ぶりに２百人を下回る結果になったもの
の、致死率は全国平均の約1.7倍と未だに深刻な状況
が続いている。この交通死亡事故のうち、最も多い事
故類型は正面衝突であり、全体の21% を占めており、
その割合は全国に比べ2.2倍に及ぶ（図－１）。
　このような状況下において、（独）土木研究所寒地土
木研究所では、２車線道路のセンターライン上に切削
溝を配置することにより、センターラインを越えた時
に発生する音と振動で注意を喚起する「ランブルスト
リップス」の開発及び実用化を道路管理者と連携して
推進してきた１）。これまでの導入実績により、ランブ
ルストリップスは、正面衝突事故防止に対して大きな
効果があることが確認された一方で、山間部の縦断勾
配や平面線形などの道路線形が厳しい区間では、その

図－１　事故類型別死亡事故件数 (H22)

写真－１　ワイヤーロープ式防護柵付きの「２＋１」

車線道路（スウェーデン）　 　　　　　

写真－２　ワイヤーロープ式防護柵（左）とガードケー

ブル（右）（日本）　　　　　　　 　　　

効果が減少することが明らかになっている。このため、
道路線形が厳しい区間では、中央分離施設を設置する
など物理的に車線逸脱を防ぐ対応が有効であるが、従
来タイプの中央分離施設では、拡幅等を伴うなど費用
が高額になることから、設置箇所は限定されている。

　これらの課題への対応を検討するにあたり、狭幅員
の道路において中央分離施設を設置しているスウェー
デンの「２＋１」車線道路におけるワイヤーロープ式
防護柵に着目した（写真－１）。

３．ワイヤーロープ式防護柵の概要

　ワイヤーロープ式防護柵は、たわみ性防護柵のうち、
ケーブル型防護柵に分類される。日本国内で普及して
いるケーブル型防護柵（ガードケーブル）と大きく異
り、車両が衝突した時に支柱が変形するとともに、衝
撃はワイヤーロープが受け止めることで、車両への衝
撃を緩和できる構造を有することである（写真－２）。

　一方、日本のガードケーブルでは、ケーブルと支柱
の間に一定間隔の空間を設けて支柱に直接衝突させな
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い構造（ブロックアウト構造：各支柱にブラケットと
呼ばれる部材が取り付けられている）が採用されてい
るが、ワイヤーロープ式防護柵に比べて、支柱の強度
が高いため、支柱への衝突時における車両の衝撃が大
きくなる。
　スウェーデンでワイヤーロープ式防護柵が採用され
た理由の一つに設置コストが挙げられる。スウェーデ
ンにおける標準的な中央分離施設の設置コストは、１
ｍ当たり、ワイヤーロープは約200SEK（約3000円）、
ガードレールは約400SEK（約6000円）、コンクリート
は 約600SEK（約9000円）である。さらにガードレール、
コンクリートに対して、ワイヤーロープ式防護柵は変
形しやすい支柱を用いるため、衝撃吸収能力に最も優
れる（写真－３）。その結果、スウェーデンの２＋１車
線道路では交通事故死者数・重傷者数が大幅に減少し
たことが報告されている２）。また、除雪作業等の維持
管理のためにＵターンができる開放区間を一定間隔で
設けるほか、緊急時に必要な解放区間を容易に設けら
れるように、ワイヤーと支柱を人力で着脱可能な区間
がある（写真－４）。

一方、スウェーデンの「２＋１」車線道路で採用して
いる許容最大進入行程は、欧州標準化委員会が定めた
防護柵の性能評価と衝突試験方法（EN 1317-2）におけ
るクラス W5（表－２）に相当し、衝突速度100km/h
での許容最大進入行程は1.7ｍである５）。欧州におけ
る最大進入行程は、道路区分に応じて細かく設定され
ているが、日本では、表－１に示す通り、２種類に限
定され、最大で1.5m である。支柱が変形して衝撃を
吸収することがワイヤーロープ式防護柵の特徴である
ため、最大進入行程は大きくなることは避けられない。
この相反する、衝撃吸収性能と1.5m という上限値を
両立させることが難しく、日本に導入されなかった一
因になったと考えられる。

表－１　日本における分離帯用防護柵の許容最大進入行程４)

表－３　日本の基準と欧州規格における強度性能

図－２　衝撃度の算定式４)

表－２　欧州における分離帯用防護柵の許容最大進入行程６)

写真－３　ワイヤーロープ式防護柵の衝突実験状況３)

写真－４　緊急時の開放例

４．欧州と日本の防護柵設置基準の比較

　防護柵に求められる性能は、強度性能、変形性能、
車両の誘導性能、構成部材の飛散防止性能の４つに分
けられている。このうち、ワイヤーロープ式防護柵の
設計において、最も厳しい基準は変形性能である。こ
の変形性能は、日本では「最大進入行程」と呼ばれる
基準値で評価されている。これは、車両が防護柵に衝
突した際に、前輪または後輪の内側が防護柵の柵面の
原位置より路外方向に踏み出た距離の最大値のことを
指す（表－１）。一般国道の場合は主に B 種（衝突速度
60km/h）、最大進入行程1.1ｍが適用されている４）。

　日本と欧州の衝突試験の条件が異なるため、衝突試
験の衝撃度を計算した。スウェーデンの「２＋１」車
線道路における中央分離施設の基準で採用している試
験条件である EN1317 Level N2の衝撃度は、日本の B
種より大きく、A 種より小さい値であることが分かっ
た（表－３）。なお、衝撃度の算出式を図－２に示す４）。

ここで
Is：衝撃度（kJ）
m：車両質量（t）
V：衝突速度（km/h）
θ：衝突角度（度）
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図－３　支柱の

　　　　スリット
写真－５　支柱とワイヤーの状況

表－５　性能確認試験結果

表－４　性能確認試験の衝突条件（Am 種）

５．ワイヤーロープ式防護柵の性能確認試験

５．１　性能確認試験（平成22年）

　ワイヤーロープ式防護柵の開発は、鋼製防護柵協会
との共同研究の下、「防護柵の設置基準・同解説」４）（以
下防護柵設置基準という）に合致する構造で、なおか
つ、部分的に中央分離施設を開放できるように、人力
でワイヤーと支柱を外すことができることなどを要件
として開発を進めた。なお、求める性能としては、高
速道路の簡易分離（ラバーポール）２車線区間や一般国
道の正面衝突事故対策として、両方に活用できる Am
種を目標にすることとした。
　支柱は、施工性と二輪車の衝突を勘案して、円柱形
状とした。支柱を挿入するスリーブ管も円柱形状とし、
支柱の直径は89.1mm、スリーブ管の直径は114.3mm
を採用した。支柱にスリットを設け、さらにスリット
にはワイヤーが離脱することを遅らせるために切欠を
設けた（図－３、写真－５）。

　支柱高さは82cm、スリーブ管の埋め込み深さは
70cm、支柱ピッチは３m、材質は STK540とした。ワ
イヤーロープは４本とし、地表からの高さは、上から
75cm、64cm、53cm、42cm に位置する。支柱には、
樹脂製の間隔保持材を設けた。端末基礎は、できるだ
け設置する幅員が少なくなるように、ワイヤー端部を
道路の縦断方向に沿って１列に配置した（写真－６）。
その結果、端末支柱には、下向きの大きな力が掛かる
ため、端末支柱を端末基礎の上に配置すると共に、金
属製の間隔保持材を採用した。

写真－６　端末基礎と端末支柱の形状

　性能評価のため、防護柵設置基準で示される性能確
認試験を国土交通省国土技術政策総合研究所内の衝突
試験施設において行った ｡ 試験条件は以下の通りであ
る。
・防護柵種別：Am 種
・防護柵形式：ケーブル型たわみ性車両用防護柵
・基礎種類　：土中用基礎（両端アンカー）
　性能確認試験の衝突条件を表－４に示す。試験の結
果を表－５に示す。乗用車を使用した試験条件Bでは、
Am 種の性能を満足したが、大型貨物車を使用した試
験条件 A では、車両が防護柵を突破し、Am 種とし
ての性能を有していないことが明らかとなった（写真

－７）。防護柵を突破した原因は、車両衝突時にワイ
ヤーが引き下げられ、ワイヤーの張力で車両を誘導す
ることができなかったためである。また、衝突後の支
柱をみると、スリットの最下部から折れていることか
ら、車両衝突時にワイヤーの高さを保持できないこと
も、一因と思われる（写真－８）。支柱の剛性が低くな
った原因には、ワイヤーの離脱を遅らせるために設け
た切欠の影響が考えられる。
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　性能確認再試験は平成23年１月に行い、衝突条件は
支柱基礎の地盤以外、前回と同様である。地盤条件に

５．２　性能確認再試験（平成23年１月）

　平成22年３月に行った性能確認試験の結果を踏ま
え、衝突試験時のビデオ画像を詳細に分析し、防護柵
の材質やワイヤーの高さ等の条件を検討し、支柱の高
さと材質、ワイヤーロープの高さ、支柱スリットの形
状を変更した。支柱の形状は、前回の試験で支柱がス
リット最下部から割れたため、断面欠損が少ない形状
に変更した。また、乗用車の衝突条件時において、中
間支柱が地際で折損しなかったことから、衝撃を吸収
する機能を向上させるために、支柱の材質を STK540
から、より軟らかい STK400に変更した。また、支柱
の高さは地表から92cm、ワイヤーロープの地表から
の高さは、86cm、75cm、64cm、53cm に変更した。
併せて、ストラップ数も２個とした。変更した状況を
図－４と写真－９に示す。

ついては、前回の性能確認試験で砂質土を締め固めた
地盤であったため、車両衝突時に支柱が直ちに傾いた
結果、ワイヤーが支柱から離脱するタイミングが早ま
り、結果的に大型貨物車の突破につながった可能性が
強い。そのため、試験では支柱基礎の地盤をアスファ
ルト舗装に変更することにした。性能確認試験におけ
る衝突条件を表－６に示す。

写真－７　衝突時の状況（左：大型貨物車，右：乗用車）

写真－８　衝突後の支柱の破損状況

図－４　改良した

　　　　支柱
写真－９　改良防護柵設置状況

表－６　性能確認試験の衝突条件（Am 種）

表－７　性能確認再試験結果

　再試験の結果を表－７に示す。乗用車を使用した衝
突条件 B では、Am 種の性能を満足したが、大型貨
物車を使用した衝突条件 A では、前回のような防護
柵を突破する現象は発生しなかったものの、最大進入
行程が1.99m となり、防護柵設置基準の1.5ｍ以下とい
う規定値を満足することが出来ず、Am 種としての性
能は確認できなかった（写真－10）。

　大型貨物車を使った衝突条件 A で最大進入行程が、
大きくなった要因は、４本のワイヤーロープのうち、
３本のワイヤーロープが、車輪の回転により引き下げ
られ、最上段の１本を除いて機能しなかったことによ
るものである。ただし、車両衝突箇所直近の支柱は、
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懸念される。このように、仕様を検討する際にはトレ
ードオフの関係にある必要条件が多く、バランスの取
れた仕様が求められる。
　CG シミュレーションでは、性能確認試験と同じ条
件が表現できるように防護柵の支柱の材質（STK400，
SSC400）、板厚（3.2 ～ 5.5mm）、ワイヤーロープの本
数（４～５本）、ワイヤーロープの高さ、バンド数（１
～２個）等の数値を変えてシミュレーションを行い、
離脱速度、離脱角度、最大進入行程等の結果を得た（表

－８、表－９）。これらの CG シミュレーションの結
果をもとに、分離帯用 Am 種（高速道路）の基準を満
足すると思われる２種類の仕様を得た（表－10）。なお、
乗用車の離脱速度と離脱角度はシミュレーションの仕
様により、実際の試験より、速度は小さく、角度は大
きく算出されると考えた。

衝突時にスリット最下部から割れることなく、有効に
機能していたため、支柱スリットの形状変更やストラ
ップ数の増加の効果があったと思われる（写真－11）。
なお、乗員の安全性能は、乗用車の車両重心位置の最
大加速度が82.9m/s2/10ms となり、規定値の150m/
s2/10ms 以下を満たした。車両の誘導性能においても、
離脱速度は衝突速度の６割以上（大型貨物車86％、乗
用車66％）、離脱角度は衝突角度の６割以下（大型車０
％、乗用車19％）と規定を満足した。

表－８　CG シミュレーション結果の一例（大型貨物車）

表－９　CG シミュレーション結果の一例（乗用車）

表－10　ワイヤーロープ式防護柵の諸元

写真－10　再試験の状況（左：大型貨物車、右：乗用車）

写真－11　大型貨物車衝突時の状況

図－５　CG シミュレーションの一例

５．３　ワイヤーロープ式防護柵の仕様検討

　平成22年と平成23年に行った性能確認試験の結果と
防護柵の仕様を比較した上で、分離帯用 Am 種（高速
道路）の基準に合致したワイヤーロープ式防護柵を開
発するために、 鋼製防護柵協会が所有する CG シミュ
レーションを活用して、防護柵の仕様検討を行った（図

－５）。

　ワイヤーロープ式防護柵は、車両衝突時の衝撃をワ
イヤーロープのたわみが吸収する反面、最大進入行程、
すなわち対向車線へのはみ出し量が大きくなる。その
対策として、大型貨物車の進入行程を抑えるためには、
支柱の強度を高めることやワイヤーロープの設置高さ
を上げることが考えられるが、乗用車衝突時の離脱速
度低下やワイヤーロープが車体を捕捉できないことが

　表－10に示す２種類の仕様は、板厚が4.2mm と3.2
mm 以外、全て同じである。5.2で示した平成23年の
試験時の仕様に比べ、大型貨物車の最大進入行程を抑
え、かつ、乗用車の緩衝にも有効に機能させるために
ワイヤーロープを上段に１本追加し、位置を高く設定
した。また、平成23年の性能確認試験を高速撮影映像
で検証した結果、支柱衝突時にワイヤーロープが支柱
から上手く離脱できない場合が確認されたため、スト
ラップを１個に変更した。主な変更点を整理して、以
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下に示す。
　・支柱の高さ（92cm →103cm）
　・ワイヤーロープの本数（４本→５本）
　・最上段のワイヤーロープの高さ（86cm →97cm）
　・支柱の板厚（3.2mm →4.2mm または3.2mm）
　・ストラップ数（２個→１個）

５．４　最終仕様決定前の衝突実験（平成23年９月）

　性能確認試験のために２種類の仕様の防護柵を試作
し、苫小牧寒地試験道路においてテストドライバーに
よる実車衝突実験を行って最終仕様を決定することと
した。試作したワイヤーロープ式防護柵の支柱寸法図
と設置状況を図－６と写真－12に示す。
　苫小牧寒地試験道路における実車衝突実験は、テス
トドライバーが車両を運転し、「防護柵設置基準・同
解説」の Am 種に対応した防護柵性能確認試験と同
じ条件で行った。ただし、乗用車の衝突条件 B は危

表－11　実車衝突実験結果

写真－13　衝突時（左）と衝突後（右）の状況：板厚4.2mm

図－７　車両軌跡（上段：板厚4.2mm、下段板厚3.2mm）

険が伴うため、大型貨物車の衝突条件 A のみで実車
衝突実験を行った。実車衝突実験の結果、板厚4.2mm
のタイプでは下３段、板厚3.2mm のタイプでは下２
段のワイヤーロープが車輪の回転により引き下げられ
たが、最大進入行程（1.5m 以下）、離脱速度（衝突速度
の６割以上）、離脱角度（衝突角度の６割以下）やその
他の項目を含め、全ての項目で基準を満足した（表－

11、写真－13、写真－14）。
　支柱の板厚による違いについては、実験結果では大
差がなかったが、衝突後の車両軌跡を解析した結果、
板厚4.2mm のタイプの方が車両の進行向きを素早く
変えられたため、車両の誘導性能上有利であると判断
し、この仕様で性能確認試験を行うこととした（図－

７）。

図－６　支柱寸法図 写真－12　防護柵設置状況
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突速度の６割以上（大型車83.1％、乗用車66.1％）、離
脱角度が衝突角度の６割以下（大型車０％、乗用車
35.7％）と規定を満足した。車両損傷については、前
部が破損しているが、車室が保存され、最大加速度も
95.2m/s2/10ms と小さく、規定値の150m/s2/10ms を
満足しており、緩衝能力が確認された（写真－20）。こ
れらの結果、「防護柵設置基準・同解説」に定める A
ｍ種の試験項目に対し、全て基準値を満足することが
明らかになった。表－14に平成22年から行った３回の
性能確認試験に使用した防護柵諸元の一覧を示す。

表－12　性能確認試験の衝突条件（Am 種）

表－13　性能確認再々試験結果

写真－16　車両衝突時の状況（左：大型貨物車，右：

乗用車）　　　　　　　 　　　　　　

写真－18　衝突後の車両破損状況

写真－17　防護柵衝突後の大型車の軌跡

写真－14　衝突時（左）と衝突後（右）の状況：板厚3.2mm

写真－15　防護柵設置状況

５．５　性能確認再々試験（平成24年）

　平成22年、平成23年に行った試験結果を踏まえて、
高速道路に設置できる A 種防護柵の実車衝突試験を
国土交通省国土技術政策総合研究所内の衝突試験施設
で行った。
　試験条件は、以下の通りとした。
　・防護柵種別：Am 種
　・防護柵形式：ケーブル型たわみ性車両用防護柵
　・基礎種類　：土中用基礎（両端アンカー）
　車両が衝突する箇所の中間支柱の地盤は、平成23年
の再試験と同様にアスファルト舗装とした。防護柵の
設置状況を写真－15、衝突条件を表－12に示す。

　試験の結果を表－13に示す。車両の逸脱防止性能は、
大型車が防護柵を突破されない強度を有しており、乗
員の安全性能については、乗用車が横転・転覆するこ
となく誘導された（写真－16、写真－17、写真－18）。
防護柵の変形性能においては、最大進入行程は大型車：
1.48m、乗用車：1.02m と基準の1.5ｍ以下という値を
満足した。車両の誘導性能においては、離脱速度が衝
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とがわかった。
　本研究で開発したワイヤーロー
プ式防護柵のスリーブ管は直径
114.3mm の鋼管（丸パイプ）で、
長さが70cm、上から40cm の位置
に支柱を支えるための鉄筋を配置
している。スリーブ管の底には施
工時の土砂混入防止と設置後の雨
水流入防止のために鉄蓋を溶接し
ている（写真－20）。
　スリーブ管は既設のガードレー
ルやガードケーブルの支柱と同じ
直径であるため、施工機械はガー
ドレール支柱打込機（モンケン式）

を使用した。ただし、ガードレール支柱打込機ではス
リーブ管を舗装表面まで打ち込むことができないた
め、打ち込みに特別なアタッチメントが必要となった。
ブレーカーに接続するアタッチメントに求められる性
能としては、スリーブ管を素早く正確に打ち込むこと、
耐久性を有することなどが挙げられるが、検討の結果、
打込時の反力でスリーブ管が左右にぶれないようにす
るため、アタッチメントは鉄材を削りだし、取り付け
部から先端まで一体化させ、支柱打込機に上手く収ま
るように作成した。さらに、底蓋の損傷を防ぐため、
アタッチメントの先端は底蓋の形状に合わせた（写真

－21）。

６．ワイヤーロープ式防護柵の施工方法

　ワイヤーロープ式防護柵は、支柱基礎のスリーブ管
に支柱を差し込み、ワイヤーロープを添架する方式を
採用している。筆者らは、平成20年に道路構造及び交
通安全対策の調査のためにスウェーデンを訪れた際
に、Trinity 社のワイヤーロープ式防護柵の施工方法
を見学した。Trinity 社のスリーブ管は角パイプの形
状であるが、ドリルは使わず、油圧ハンマーの先の特
殊なアタッチメントにスリーブ管を装着して、アスフ
ァルトに直接打撃で挿入する施工方法であった（写真

－19）。

表－14　性能確認試験に使用した防護柵諸元一覧

写真－19　スリーブ管施工機械（左）と施工後の状況（右）

写真－21　アタッチメントの装着（左）と装着後の状況（右）

写真－20　スリーブ管（左）と管内の支柱支え（右）

　装着から挿入完了までに掛かる時間は、20秒程度を
要した。なお、打ち込まれたスリーブ管の周囲はアス
ファルト舗装が破壊された状況であった。現地の施工
会社に作業効率を尋ねたところ、概ね１日で１km の
施工が可能との回答であった。標準仕様の支柱間隔は
３m であるため、これは約330本の支柱建込に相当す
る。一方、日本国内の機械打込によるガードケーブル
中間支柱建込の１日当たり施工量は、50本（国土交通
省の標準歩掛）であるため、ワイヤーロープ式防護柵
の施工速度は、ガードケーブルの施工速度の約６倍に
相当し、ワイヤーロープ式防護柵は施工性に優れるこ

　また、スウェーデンの施工方法のようにアタッチメ
ントにスリーブ管を装着して、アスファルトに直接打
撃で挿入する施工方法を行った結果、アスファルト舗
装を損傷することなく、打ち込むことが出来たが、打
込時間は９分57秒を要した（写真－22）。
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７．施工時における初張力の検討

　ワイヤーロープ式防護柵は、主にワイヤーロープの
張力によって衝突車両を受け止めるため、張力が低下
すると機能も低下する可能性がある。緊張後のワイヤ
ーロープは、時間の経過とともに張力が低下するため、
施工後の張力管理が必要となる。２車線道路の中央に
ワイヤーロープ式防護柵を設置する場合、張力の測定
や再緊張の作業には、交通規制が必要となるため、張
力低下は少ない方が望ましい。そのため、初張力の導
＾入時に規定の値よりも高い張力を掛け、短時間でワ
イヤーロープの初期伸びを促進するプレストレッチ法
を試行した。
　プレストレッチでは人力で緊張させることが可能な
最大張力33kN（3365kg）を掛け、その後にガードケー
ブルの初張力として「防護柵の設置基準・同解説」に
指定されている22kN（冬期）に調整した。この際、プ
レストレッチ法の有効性を検証するため５本のワイヤ
ーロープの内、１本はプレストレッチを行わない方法
で緊張した。また、プレストレッチの状態に保つべき
時間を検討するために、４本に33kN（3365kg）の張力
を掛けている時間は、１時間、２時間、３時間、18時
間とした上で、平成24年２月９日に５本のワイヤーロ
ープを22kN（2243kg）に調整した（写真－25）。

　直接打撃によりスリーブ管を打ち込む方法は、支柱
打込機の能力の違いもあり、スウェーデンに比べ多く
の時間を要したため、打ち込む前にアスファルト舗装
を削孔した後に、打込に要した時間を計測した。削孔
径は110mm とした（写真－23）。22箇所のスリーブ管
施工時間を計測した結果、舗装削孔時間は、平均約２
分30秒、次の削孔位置への移動準備を含めた削孔時間
全体では、約４分を要した。スリーブ管打ち込みは、
平均５分を要したが、慣れるに従って約４分まで短縮
された。移動準備を含めた打込み時間全体では、約７
分を要した（表－15）。スリーブ管の打込角度の精度に
ついては、角度がずれた場合にブレーカーを止めて角
度を修正した結果、スリーブ管周囲の舗装が破壊され
た（写真－24）。そのため、スリーブ管打込角度の修正
がわずかであれば、直径114.3mm のスリーブ管と
89.1mm の支柱には隙間があるため、行わない方が良
いと考えられる。

写真－22　スリーブ管の直接打込（左）と打込後の状況（右）

写真－23　舗装削孔（左）と削孔後の状況（右）

写真－25　緊張作業（左）と張力測定状況（右）

写真－24　スリーブ管の打込（左）と打込後の状況（右）

表－15　舗装削孔時間とスリーブ管打込時間

1 01:50 02:24 01:40 09:30
2 02:09 02:45 02:50 10:15
3 01:05 02:32 02:22 08:26
4 01:38 03:11 02:27 07:16
5 01:22 02:41 01:52 06:11
6 01:10 02:19 01:58 03:06
7 02:05 02:47 02:27 03:50
8 00:57 02:39 01:48 04:10
9 01:04 02:25 01:25 03:02

10 01:14 02:28 01:46 03:59
11 01:27 01:54 01:43 03:59
12 01:22 03:57 01:49 03:09
13 02:16 02:30 01:50 04:13
14 01:40 02:00 01:40 04:19
15 01:31 02:20 01:54 04:49
16 01:07 02:09 01:40 04:35
17 01:09 02:11 01:46 04:53
18 01:38 02:05 02:01 04:58
19 01:02 02:06 01:52 04:15
20 01:08 02:06 02:27 03:23
22 02:09 02:00 02:07 03:44

01:29 02:27 01:58 05:03
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　その後、張力測定を、１日後、２日後、３日後、４日
後、１週間後、２週間後、３週間後、４週間後に行った。
　測定の結果、プレストレッチ無しの場合、緊張の１
日後から張力低下が起こり、４週間後の張力低下は
18.3% であった。プレストレッチ有りの場合、４週間
後の張力低下は１時間で5.8%、２時間で９%、３時間
で1.3%、18時間で４% となった。緊張時間の大小と
張力低下の割合の関係には、バラツキはみられたが、
プレストレッチ法の有効性は確認することができた。
一方、適当なプレストレッチ時間は見いだせなかった
が、わずか１時間でも相当の効果があることがわかっ
た（図－８）。なお、プレストレッチされたワイヤーロ
ープを22kN に調整した後に張力の上昇がみられたが、
これは測定時の気温低下の影響と思われる（表－15）。
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図－８　張力測定結果

表－15　張力測定時の気温

８．あとがき

　本研究では、正面衝突事故防止など道路の安全性、
円滑性の向上に資する新しい道路施設として期待され
るワイヤーロープ式防護柵を我が国に導入するにあた
っての課題を様々な観点から検討し、試験を行ってき
た。その結果、平成24年１月に行った性能確認試験に
より、防護柵設置基準に定める分離帯用 Am 種（高速
道路）の基準を満足する仕様が確認された。これによ
り、日本国内への導入が可能となった。
　今後は、一般国道（B 種）に適合する仕様の検討や実
験の実施、また、実道への設置に向けて、設置条件（道
路線形、構造物箇所等）に適した細部構造や効率的な
施工方法、適切な維持管理方法等の検討を引き続き行
う予定である。
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